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【第１号議案】
　平成28年度 事業経過報告承認の件

［総括報告］
　時見前執行部からの継続事業も踏まえ、清水新執行部の

今期「next stage 大阪」と題し会創立61年目に相応しい

新たな活動を目標に平成28年度に執行された事業について

報告する。

　組織拡充については前執行部より取り組んでいる新卒者

の卒後即入会をより一層強力に推し進め、歯科技工士学校

の学生募集の厳しい状況の中においても、学校の協力や担

当役員の努力によって一定数の新卒入会者を得ることが出

来た。

　また、新卒入会者の定着率も本会・各支部の新入会者に

対する催事や対応によって退会者も少なく組織定着率も向

上した。

　そして、歯科技工士の社会的認知度ｕｐ・在阪歯科技工

士学校定員充足率100％を目指す目標を掲げ、今年度初め

て行政（大阪府健康医療部）のご理解を得て、大阪府立の

高等学校へのポスター・リーフレットの送付をしていただ

くことになり、資料・ネット・動画の作成を行い日技から

も大阪府技の組織対応の評価を頂いた。

　大阪府より補助金が交付されている「歯科技工士人材育

成事業」のCAD/CAM 講習会については今年度も継続開

催を行い会員に対しての研修実績の効果を上げた。

　「匠の技を見る」研修会も継続開催を行っており他府県

技からの問い合わせもあるが、受講内容・対象者について

の調整を検討し継続していく予定である。

　各支部の事業運営についても支部間の情報交換や事業運

営の問題点等を話し合える場を支部長会に関連した検討会

を立ち上げ、本会と支部の円滑な運営を進める会議を実施

した。

　また、関連諸団体とより一層の協調体制をもって懸案問

題の改善を進め、相互の講演会・講習会等に参加し理解を

深めた。

　以上、平成28年度の総括報告とし、各部の詳細な事業報

告は別紙のとおりとする。
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 １. 日 時：平成29年6月10日（土）18：00〜

 １. 場 所：大阪府歯科技工士会館3F

 １. 議 事
　　第１号議案  平成28年度 事業経過報告承認の件

　　第２号議案  ①平成28年度 会計収支決算報告

　　　　　　　　  承認の件

  　　　　　　   ②監査報告

　　　　　　　  ③財務委員会報告

　　第３号議案  会員管理及び会費規程一部改正

　　　　　　　  承認の件

　　第４号議案  役員報酬及び諸費用弁償規程一部

　　　　　　　　改正承認の件

　　第５号議案  共済互助規程（別表）一部改正承認

　　　　　　　  の件

第4回 社員総会 議案
告　示

第4回 社員総会
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［各部事業報告］
◎ 総務部
１．関係諸団体や特に歯科医師会・歯科衛生士会との協調

　　体制を一層進め「歯の健康展」等を通じて各支部と地

　　域歯科医師会との連携を図り一般の方に対して歯科技

　　工士の認知度を高める説明を行った。

２．府技会館地下室を会議室にするためのリフォーム工事

　　を実施し、併せて資料収納庫の整備を行った。

３．事務局の事務処理手続きの統一明確化（定款変更等）

　　を検討した。

４．歯科技工士の現状を説明し行政（大阪府関係部署）の

　　理解によって府立高校へ資料送付をして頂くことにな

　　り、歯科技工士のＰＲポスター・リーフレットやホー

　　ムページの動画を製作した。

５．５支部の運営に関する情報交換や事業実施の問題点に

　　ついて協議するため支部検討会を行った。

◎ 福祉厚生部
＜総 括＞

　新年互礼会も皆様の協力によりつつがなく終えることが

できた。

　健康増進に係る事業として組織部と共同で野外に於いて

BBQ懇親会を行ない新入会員をはじめ予定より多数の会

員が参加し楽しむことが出来た。

　予防接種の助成については、引き続き啓蒙活動が必要だ

と考える。

１．部会の開催（3回）

　　第１回  平成28年5月14日（土）

　　　内容  ①健康増進に係る事業報告（平成27年度）

　　　　　  ②健康増進に係る事業の件（平成28年度）

　　　　　  ③献血活動報告（H28/2/7）

　　　　　  ④新入会員説明会＆BBQ懇親会（H28/7/10）

　　第２回  平成28年10月8日（土）

　　　内容  ①新年互礼会の件

　　　　　  ②健康増進に係る事業の件

　　　　　  ③献血活動の件

　　　　　  ④ウォークラリーの件

　　第３回  平成29年1月8日（日）

　　　内容  ①新年互礼会の件

　　　　　  ②健康増進に係る事業の件

２．新入会員説明会＆バーベキュー懇親会（組織合同）

　　平成28年7月10日（日）

　　於：“R”RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN　　

　　　  （中之島公園バラ園内）

　　参加者：145名

３．歯の手話を学ぶ会

　　平成28年9月～平成29年3月　計7回

　　於：谷町福祉センター

　　受講者：33名（本会より7名に感謝状を贈呈）

４．新年互礼会

　　平成29年1月8日（日）

　　於：ホテル日航大阪

　　出席者：307名（会員171名・来賓136名）

５．健康増進に係る事業

　　予防接種の助成　受付数147名

　　インフルエンザ　142名

　　風　疹　　　　　0名

　　Ｂ型肝炎　　　　2名

　　肺炎球菌　　　　3名

◎ 広報部
＜総 括＞

　時の話題、フェミニン通信、テクニカルエッセンス、私

の町の風景やリレー編集など様々な記事を掲載することが

でき、会員の方々に感謝申し上げます。会員の方々の多大

なるご協力により、現在は問題なく遂行できている。引き

続き、大歯技ホームページをスマートフォンやタブレット

端末でも閲覧できるように改善を行う。今後も、ＨＰを積

極的に活用していく方針である。これからも多くの会員の

方々にとって有益となる情報広報誌として、発信していけ

るようご協力をお願いしたい。

１．部会の開催（2回）

　　第１回  平成28年11月12日（土）

　　　内容  ①平成28年度大歯技広報の年間発行スケジュー

　　　　　　　ルについて

　　　　　  ②大歯技広報確認と見直し

　　　　　  ③ホームページの確認と見直し

　　　　　  ④その他

　　第２回  平成29年4月8日（土）

　　　内容  ①大歯技広報発刊スケジュールについての確認

　　　　　  ②私の町の風景、リレー編集の確認

　　　　　  ③今後の広報について

２．『大歯技広報』の発行（年 8 回）

　　・4月、8月、10月、12月は前号と合併号。1月、2月、

　　　5月、6月は単独号。

３．各号の主な内容

【第486号】3・4月合併号

　○会議報告

　　・第9、10回理事会・第5回支部長会

　　・第3回福祉厚生部会・第2回代議員選挙管理委員会

　○開催報告

　　・新年互礼会報告

　　・平成27年度大阪府歯科保健活動事業功労者表彰、知

　　　事表彰受賞
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　　・歯科チームにおける感染対策セミナー ー 感染対策の

　　　取組と今後の課題 ー  （演者：前田 憲昭先生、大西 正和先生）

　　・愛の献血活動実施

　○時の話題　（デジタル歯科技工、副会長  山下 茂子）

　○フェミニン通信

　○私の町の風景・リレー編集（北大阪支部）

　○新入会員紹介

　○支部コーナー 〔 北東支部（第 40 号）、中央北支部（第

　　23 号）、中央南支部（第 26 号）、南大阪支部（第 20 号）、

　　北大阪支部（第 19 号）〕

【第487号】5月号

　○会議報告

　　・第11回理事会　 ・第6回支部長会

　　・第3回会計部会　・第4回組織部会

　　・第3回学術部会　・第3回技対部会

　○開催報告

　　・H27年度フェミニンフォーラム

　　・優秀学生記念品授与式

　　・健康フェア「歯と口の健康」

　　・技対部勉強会

　○時の話題（環太平洋連携協定（TPP）、副会長 小谷 和弘）

　○平成28年度年間予定表

　○フェミニン通信

　○私の町の風景・リレー編集（北東支部）

　○新入会員紹介

　○支部コーナー〔 北大阪支部（第20号）、北東支部（第    

　　41号）、中央北支部（第24号）、南大阪支部（21号）〕

【第488号】6月号

　○会議報告

　　・第12回理事会　・第8回支部長会

　　・第4回会計部会

　○開催報告

　　・技対セミナー

　　・1年を振り返って – 学術部 -

　○時の話題「専務理事、清水 潤一」

　○フェミニン通信

　○私の町の風景・リレー編集（中央北支部）

　○支部コーナー〔南大阪支部(第22号)、北大阪支部（第

　　21号）、北東支部（第42号）、中央北支部（第25号）、

　　中央南支部（第27号）〕

【第489号】7・8月合併号

　○会議報告

　　・第1、2回理事会　・第1回支部長会

　　・第1回学術部会　  ・第1回福祉厚生部会

　　・第1回技対部会  　・第1回福祉厚生部会

　　・第1回組織部会　  ・第2回選挙管理委員会

　　・財務委員会

　○開催報告

　　・第 3 回社員総会

　　・退任のご挨拶、役員就任、支部長就任あいさつ

　　・マナー講座（演者：竹田 惠理先生）

　　・匠の技を見る（講師：福山 保則先生）

　○テクニカルエッセンス（北東支部）

　○ 2016 年度歯の手話を学ぶ会

　○私の町の風景・リレー編集（中央南支部）

　○支部コーナー〔 中央南支部（第 28 号）、南大阪支部

　　（第 23 号）、北大阪支部（第 22 号）、北東支部（第 43 号）、

　　中央北支部（第 26 号）〕

【第490号】9・10月合併号

　○会議報告

　　・第 3、4、5 回理事会　・第 2 回支部長会

　　・第 2 回技対部会　　　  ・第 2 回学術部会

　　・第 2 回組織部会

　○開催報告

　　・近畿歯科技工ガイダンス 2016

　　・学術講演会（演者：旗手 勝浩先生）

　　・新入会員説明会＆バーベキュー懇親会

　　・全スタッフ合同会議

　○時の話題（副会長　重光 俊憲）

　○フェミニン通信

　○私の町の風景・リレー編集（南大阪支部）

　○支部コーナー〔中央北支部（第 27 号）、中央南支部（第

　　29号）、南大阪支部（第 24 号）、北大阪支部（第 23号）、

　　北東支部（第 44 号〕

【第491号】11・12月合併号

　○会議報告

　　・第6、7回理事会　・第3回支部長会

　　・第2回会計部会　  ・第3回学術部会

　　・第3回組織部会

　○開催報告

　　・学術講演会（演者：西村 好美先生）

　　・第 38 回日本歯科技工学会学術大会、女性部会発表

　○平成 29 年度大阪府予算に関する要望

　○時の話題（女性歯科技工士，副会長　山下茂子）

　○私の町の風景・リレー編集（北大阪支部）

　○フェミニン通信

　○支部コーナー〔北東支部（第 45 号）、中央北支部（第

　　28 号）、中央南支部（第 30 号）、南大阪支部（第 25 号）

　　北大阪支部（第 24 号）〕

【第492号】1月号

　○会議報告

　　・第 8 回理事会　　　　・第 4 回支部長会

　　・第 2 回福祉厚生部会　・第 4 回組織部会

　○開催報告
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　　・学術講演会（演者：榊原 功二先生）

　　・第 21 回大阪歯科保健大会

　○会長 年頭所感

　○平成 29 年年頭所感①

　○歯科技工士の業務従事者届について

　○年男年女（酉年生まれ）

　○フェミニン通信

　○私の町の風景・リレー編集（北東支部）

　○新入会員紹介など

　○支部コーナー〔中央北支部（第 29 号）、中央南支部（第

　　31 号）、南大阪支部（第 26 号）、北大阪支部（第 25 号）、

　　北東支部（第 46 号）〕

【第493号】2月号

　○会議報告

　　・第9回理事会　　・第1回広報部会

　　・第5回組織部会　・第3回技対部会

　○開催報告

　　・新大阪歯科技工士専門学校文化祭（淀川祭）参加

　　・実技研修会（講師：榊原 功二先生）

　○平成 29 年年頭所感②

　○時の話題（副会長　西　康文）

　○テクニカルエッセンス（北大阪支部　堀之内 孝彦氏）

　○フェミニン通信（中央北支部）

　○私の町の風景・リレー編集（中央北支部）

　○支部コーナー〔 北東支部（第 47 号）、中央北支部（第      

　　30 号）、中央南支部（第 32 号）、南大阪支部（第 27 号）、  

　　北大阪支部（第 26 号）〕

◎学術部
＜総 括＞

　本年度は新しい執行部に変わり学術事業も次年度に向け

て、計画的に進めるための準備段階の年であった。各支部

の学術理事の意識も高く、生涯研修も例年と変わらずスム

ーズに行うことができた。

　9月の海遊館ホールで開催した基本研修では、西村好美

氏に講演していただき歯科医師をはじめ歯科衛生士、歯科

助手の方々も参加していただきとても充実した内容であっ

た。10月に開催した榊原功二氏による咬合理論の講演会

は、とても難しい内容にも関わらず100名を超える参加者

で、11月はその実践ということでワックスアップの実技研

修を行った。会員の歯科技工に対する意識の高さが、これ

らの学術事業を支えていると実感できた年であった。

１．部会の開催（3回）

　　第１回  平成28年4月9日（土）

　　　内容  ①本年度の学術講演日程

　　　　　  ②4・5月に行われる「匠の技を見る」について

　　　　　  ③7月開催「匠の技を見る」カービング大会について

　　第２回  平成28年7月9日（土）

　　　内容  ①生涯研修について

　　　　　  ②9/4基本研修について

　　　　　  ③バーコードリーダーのマニュアルについて

　　第３回  平成28年9月3日（土）

　　　内容  ①9/4基本研修の役割分担について

　　　　　  ②日技生涯研修と日本歯技掲載記事について

　　　　　  ③10・11月の生涯研修について

　　第４回  平成29年2月4日（土）

　　　内容  ①本会・支部の学術講演会の内容の統一について

　　　　　  ②各支部の学術講演会の日程の確認

　　　　　  ③マニュアル作りについて

　　　　　  ④日技関係資料の確認

２．生涯研修「匠の技を見る」の実施内容と参加者数

　　・平成28年4月24日　マナー講座

　　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　「社会人としてのマナーを再認識しよう」

　　　　竹田 惠理 先生　参加人数：22名

　　・平成28年5月15日　実技研修会

　　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　「機能的咬合面のワックスアップ」

　　　　福山 保則 先生　参加人数：51名

　　・平成29年1月29日　実技研修会

　　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　「ワイヤークラスプ屈曲」

　　　　森 直美 先生・冨田 真行 先生　参加人数：23名

３．生涯研修（「匠の技を見る」以外）の実施内容と参加

　　者数

【基本研修】

　・平成28年9月4日　学術講演会

　　於：海遊館ホール

　　「炎症のコントロールと補綴物形態」

　　　　西村 好美 先生　参加人数：108名

　・平成28年11月26日　北大阪支部学術講演会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　①「インプラント補綴は歯科技工士まかせ？」

　　　②「症例に適した上部構造の設計とデンタルデジタル

　　　　  オペレーション」

　　　　吉竹 賢祐 先生・十河 厚志 先生  参加人数：53名

【自由研修】

　・平成28年4月3日　技対セミナー（診療報酬改定）

　　於：エルおおさか

　　　平成28年4月実施 歯科診療報酬改定に伴う歯科技工

　　　士関連の解説

　　　　時見 高志 先生　参加人数：75名

　・平成28年6月26日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校



平成 29 年 6 月号 第 496 号　（5）大　歯　技　広　報

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：22名

　・平成28年7月2日　近畿歯科技工ガイダンス2017

　　於：海遊館ホール

　　「過去・現在・未来の歯科技工士について」

　　　　清水 潤一 先生　参加人数：150名

　・平成28年7月2日　学術講演会（近連）

　　於：海遊館ホール

　　　「次の時代を担う歯科技工士のために」

　　　　旗手 勝浩 先生　参加人数：219名

　・平成28年7月24日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：20名

　・平成28年8月7日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：21名

　・平成28年8月21日　南大阪支部学術講演会

　　於：堺市産業振興センター

　　「CAD/CAM冠の保険適用から今日までの変化」

　　 「最近の歯科用金属の動向とジルコニア材料について」

　　　　山添 正稔 先生　参加人数：26 名

　・平成28年9月10・11日

　　日本歯科技工学会第38回学術大会

　　於：奈良春日野国際フォーラム

　　 メインテーマ「デジタル技工の真髄」参加人数：78名

　・平成28年9月25日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：21名

　・平成28年9月25日　中央南支部学術講演会

　　於：ドーンセンター

　　「有義歯製作における、歯科医師と歯科技工士の

　　　コミュニケーションの方法」

　　　　松田 信介 先生　参加人数：43名

　・平成28年10月16日　学術講演会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　「無調整クラウンへの挑戦（順次誘導咬合）」

　　　　榊原 功二 先生　参加人数：96名

　・平成28年10月23日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：21名

　・平成28年11月6日　実技研修会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　「無調整クラウンへの挑戦（順次誘導咬合）」

　　　　榊原 功二 先生　参加人数：35名

　・平成28年11月20日　中央北支部学術講演会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　「基礎から学ぶデジタルインプラント技工」

　　　　辻 貴裕 先生　参加人数：48名

　・平成28年11月27日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：21名

　・平成28年12月18日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：24名

　・平成29年1月22日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：21名

　・平成29年2月26日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：21名

　・平成29年2月26日　北東支部学術講演会

　　於：マイドーム大阪

　　　①「機能するパーシャルデンチャ−へのキーワード」

　　　②「Viva Denture Technician」

　　　　　～患者満足度の高いデンチャー製作～

　　　　小山 邦宏 先生・今西 秀郷 先生 参加人数：60名

　・平成29年3月5日　北大阪支部学術講演会

　　於：豊中市すこやかプラザ

　　　①「審美修復治療における歯科技工士の役割」

　　　②「信頼される歯科医療に向かって」

　　　　都築 優治 先生・城徳 昭宏 先生 参加人数：75名

　・平成29年3月19日　CAD/CAM講習会

　　於：新大阪歯科技工士専門学校

　　　　宮田 幸一郎 先生　参加人数：20名

４．歯の健康展

　【北大阪】

　・平成28年6月4日

　　箕面市民歯の集い歯っぴい健康フェスタ

　　箕面市歯科医師会　於：箕面ライフプラザ

　・平成28年6月4日

　　第38回よい歯の集い

　　豊中市歯科医師会　於：豊中市立小路小学校

　・平成28年6月5日

　　みんないきいきよい歯の健康展

　　摂津市歯科医師会　於：摂津市保健センター

　・平成28年9月10・11日

　　吹田市みんなの健康展

　　吹田市歯科医師会　於：メイシアター

　・平成28年9月25日

　　健康フェスタ2016

　　茨木市歯科医師会　於：立命館大学大阪いばらぎキャンパス

　・平成28年10月2日

　　豊中市民健康展

　　豊中市歯科医師会　於：アクア文化ホール

　・平成28年11月13日



（6）　第 496 号 平成 29 年 6 月号大　歯　技　広　報

　　せっつ市民健康まつり

　　摂津市歯科医師会　於：摂津市保健センター

　・平成29年2月26日

　　いばらき地域歯科健康展

　　茨木市歯科医師会　於：東コニュニティセンター

【北　東】

　・平成28年6月4日

　　寝屋川市歯の健康展

　　寝屋川市歯科医師会　於：寝屋川総合歯科センター

　・平成28年9月3日

　　門真市健康展

　　門真市歯科医師会　於：門真福祉総合センター

　・平成28年10月23日

　　ひらかた健康・医療・保健フェスティバル

　　枚方市歯科医師会　於：ラポール枚方

　・平成28年11月13日

　　第25回交野市健康福祉フェスティバル

　　交野市歯科医師会　於：交野総合福祉センター

　・平成28年11月20日

　　大東市歯の健康展

　　大東・四條畷歯科医師会　於：四條畷保健センター

【中央北】

　・平成28年10月15日

　　第39回みんなの健康展

　　東淀川区歯科医師会　於：東淀川区民ホール

　・平成28年10月22日

　　城東区健康まつり

　　城東区歯科医師会　於：城東区民ホール

　・平成28年10月29日

　　北区みんなの健康まつり

　　北区歯科医師会　於：北区民センター

【中央南】

　・平成28年6月4日

　　良い歯を守る家族の集い

　　住之江区歯科医師会　於：住之江区役所

　・平成28年6月4日

　　歯の健康展

　　天王寺区歯科医師会　於：天王寺区民センター

　・平成28年10月8日

　　みんなの健康展

　　東住吉区歯科医師会　於：東住吉区役所

　・平成28年10月22日

　　みんなの健康展

　　西成区歯科医師会　於：西成区民センター

　【南大阪】

　・平成28年3月6日（※27年度分）

　　堺市健康市民会議健康21健康フェアー

　　堺市歯科医師会　於：堺市産業振興センター

　・平成28年6月4日

　　岸和田虫歯予防展

　　岸和田市歯科医師会　於：岸和田保健センター

　・平成28年6月5日

　　堺市スマイル館フェアー

　　堺市歯科医師会　於：堺市口腔保健センター

　・平成28年6月25日

　　ハートインケア

　　狭山市歯科医師会　於：狭山SAYAKAホール

　・平成28年11月6日

　　大阪狭山市健康まつり

　　狭山市歯科医師会　於：狭山市保健センター

　・平成28年11月6日

　　美原区健康まつり

　　美原区歯科医師会　於：美原区保健センター

　・平成28年11月23日

　　堺市歯ッピー健康フェア

　　堺市歯科医師会　於：堺市口腔保健センター

◎組織部
＜総 括＞

　組織拡充の重要施策である新卒者の卒後即入会策として、

在阪歯科技工士学校を訪問し、入会説明会を開催した。本

年度は、96名（既卒者を含む）の新入会員を迎えることが

できた。

　新入会者を対象とした「歯科技工士会の説明会」を試み

た。「青年部」を設立するために7回の部会を開催し、各

支部と丁寧な意見交換を重ねた結果、協力体制が構築する

ことができ「青年部」の活動を開始した。

１．部会の開催（7回）

　　第１回  平成28年5月14日（土）

　　　内容  ①近畿ガイダンス2016について

　　　　　  ②入会手続きの簡素化について

　　　　　  ③入会説明会について

　　　　　  ④青年部について

　　第２回  平成28年7月9日（土）

　　　内容  ①「青年部」の目標・目的について

　　　　　  ②退会防止策について

　　第３回　平成28年9月3日（土）

　　　内容  ①「青年部」について

　　　　　  ②入会促進・退会防止について

　　第４回　平成28年10月8日（土）

　　　内容  ①「青年部」について

　　　　　  ②入会促進・退部防止について

　　第５回　平成28年11月12日（土）

　　　内容  ①青年部活動計画について
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　　　　　  ②次年度組織部事業計画について

　　第６回  平成29年2月4日（土）

　　　内容  ①次年度組織部会スケジュールについて

　　　　　  ②新入会員歓迎会について

　　第７回  平成29年3月11日（土）

　　　内容  ①新入会歓迎会について

２．学校関係行事

　　・ガイダンス2016：平成28年7月2日（土）海遊館ホール

　　・歯科技工士学校入会説明会

　　　阪　大：平成28年11月10日・12月8日

　　　大歯大：平成28年10月26日・12月16日

　　　新大阪：平成28年10月29日・12月20日

　　　東　洋：平成28年11月28日・平成29年2月24日

　　　日　本：平成29年2月20日

　　・優秀学生記念品授与式：平成29年3月11日（土）

３．女性部会

　　・フェミニンフォーラム　平成29年3月5日（日）

◎技対部
＜総 括＞

　近畿の歯科技工学校最終学年の学生達を対象に、近畿歯

科技工ガイダンス2016を海遊館で行った。現在、臨床で

活躍されている歯科技工士の方々の話を熱心に聞く学生達

の様子が伺い取れた。

　労務環境問題の一環として、昨年度より行っている社会

保険労務士の先生を招いての部会勉強会を開催し、『まず

は知ることから』をテーマに掲げ基本的知識を学び、支部

会員への啓蒙活動を行った。

　その他、大阪で無届けによる歯科技工所開設の情報があ

り所轄の保健所に情報提供をすると共に対応の依頼を行っ

た。

１．部会の開催

　　第１回  平成28年6月26日(日)

　　　内容  ①「近畿歯科技工ガイダンス2016」について

　　　　　  ②労働環境改善を目的とした事業の取り組み

　　　　　  ③健全な技工所運営の推進及び指導について

　　第２回  平成28年7月9日(土)

　　　内容  ①近畿歯科技工ガイダンス2016の報告

　　　　　 ②社会保険労務士の先生を招いての勉強会に

　　　　　　  ついて

　　　　　  ③技工指示書のレイアウト変更について

　　第３回　平成28年11月12日（土）

　　　内容  ①平成29年度　技対部事業計画について

　　　　　  ②部会勉強会について

　　第４回  平成29年2月25日(土)

　　　内容  ①社会保険労務士の先生を招いて労基の勉強会

◎調査部
　CAD/CAM講習会2016参加者にアンケート調査を行った。

　ー 質  問 ・ 回  答  ー （回答者数：全181名）

１．この研修会に参加されたきっかけは何ですか？

　　a．CAD/CAMに興味があったから … 122名

　　b．CAD/CAM冠の受注が増えたから … 18名

　　c．上司・同僚・知人からの勧め … 66名

　　d．たまたま時間があったから … 5名

　　e．その他 … 4名

２．この研修会の開催を何で知りましたか？

　　a．開催案内・チラシ … 92名

　　b．ホームページ … 13名

　　c．上司・同僚・知人 … 71名

　　d．その他 … 22名

３．本日の研修会の内容は今後の業務に携わるうえで

　　有意義でしたか？

　　a．よく理解できた … 59名

　　b．おおむね理解できた … 111名

　　c．あまり理解できなかった … 6名

   　d．理解できなかった … 0名

４．この研修会のテーマ・内容の適切性について

　　a．有意義であった … 139名

　　b．どちらかと言えば有意義であった … 38名

　　c．どちらかといえば有意義でなかった … 1名

　　d．有意義でなかった … 1名

５．この研修会の開催時期・時間の長さ・会場・広報の

　　仕方についてはいかがでしたか？

　　A．開催時期

　　　　a．良かった … 169名

　　　　b．良くなかった … 4名

　　　　c．どちらでもない … 6名

　　B．時　間

　　　　a．長い … 65名

　　　　b．ちょうどいい … 103名

　　　　c．短い … 3名

　　　　d．その他 … 3名

　　C．広報の仕方

　　　　a．十分である … 157名

　　　　b．不十分である … 8名

　　　　c．どちらでもない … 10名
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【第２号議案】平成28年度一般会計収支決算報告承認の件
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　※上記は4月末時点での内容ですので、一部変更になる可能性があります。ご了承ください。
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【第３号議案】会員管理及び会費規程一部改正承認の件

【第４号議案】役員報酬及び諸費用弁償規程一部改正承認の件

【第５号議案】共済互助規程（別表）一部改正承認の件

　※上記は4月末時点での内容ですので、一部変更になる可能性があります。ご了承ください。
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会費引き落とし日のお知らせ

時の話題
　　　 新入社員 ＝「ゆとり世代」
　4月になり大阪府歯科技工士会にも初々しい若者が多数入会

しました。高齢化が進んでいる歯科技工士会において、明るい

希望となっています。私たちには、彼ら彼女たちの人生を考え

ると、活躍できるよう支えていかなくてはならない使命があり、

執行部の一員として身の引き締まる思いです。

　さて、新社会人として入社する1987年から2004年生まれの

若者はご周知のとおり、「ゆとり世代」「さとり世代」と呼ば

れています。 会員の皆さんから「ゆとり世代」の新入社員と

コミュニケートをとるため、日々奮闘しているとお聞きします。

“ジェネレーションギャップを感じる”“価値観があまりにも

違う”“何を考えているのか分からない”と。私も含めてどう

接してよいかお困りの方も沢山おられることでしょう。

　一般的に言われている、「ゆとり世代」「さとり世代」とは、

1）怒られたり否定されたりすることが耐えられない。（親に

　  も厳しく怒られたことが無い）

2）要領をつかめば、努力せずとも成果を得られると思ってい

　  る（要領よく生きていきたいと思っている）

3）失敗しそうなことはやらない（失敗することに恐怖を感じ

　  ている）

4）集団より個人を好む（難しい人間関係を嫌う）

5）指示以外のことはしない（指示されたことのみ行う）

　 でも、彼ら彼女達はとても素直で真面目であり、私たち世 

　 代でいえば、優等生な若者ばかりです。ここが難しいとこ

　  ろだと感じます。

　「ゆとり世代」と上手くコミュニケーションを図るには、ど

のようにすれば良いでしょうか。新人は当然のことながら最初

はミスをします。その時に頭ごなしに怒鳴りつけるやり方は、

やる気を奪うばかりで逆効果になり、また、これくらいは言わ

なくても理解しているだろう～と思って伝えないと、彼ら彼女

たちには全く伝わっていません。我々の常識は彼らの非常識、

彼らの常識は我々の非常識と思っていた方が良いくらいです。

　「新入社員は自分と違う世界で生きている」「ギャップはあ

って当然」という考え方で接し、目的と意義を一つひとつ根気

よく説明し、新入社員の意見に耳を傾けることが大切だと思い

ます。

　これからは、オープンジェネレーション！

　同じ世代だけで共有する思想・感覚を先輩も新入社員も全て

さらけ出し、どの世代においても違う感覚を認め合い共有する

ことが重要でしょう。要するに、若い社員に寄り添い、根気よ

く何度も指導し、そして理解してもらう。仕事を達成または上

達したところを見つけて褒める、できなかったらその理由を見

つけて次に繋げる、また若い社員の考えにじっくり耳を傾ける。

これらが若い世代を指導し、一緒に仕事をするうえで重要だと

思っています。

　「私は褒められて育つタイプです」と、真顔で若い社員に言

われたことがあります（笑）。私が最初にジェネレーションギ

ャップを感じた言葉でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　山下　茂子

時の話題
平成 29 年 6・7月 活動日程

  6 月
    3  日（土）天王寺区 歯の健康展式典
   10 日（土）理事会・資格審査・議事運営各委員会　
　　　　　　  第4回 社員総会
   17 日（土）第6回 日技社員総会

  7 月
    1  日（土）ガイダンス2017
   15 日（土）三役会・理事会・支部長会
　　　　　     技対・学術・組織各部会
   23 日（日）匠の技を見る

6月：10日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

7月：15日を除く 土曜・日曜・祝日 です。

会館休館日のお知らせ

  ☆ 6 ／  8  （木）……  7 月分
  ☆ 7 ／ 10 （月）……  8 月分
　  引落し日の前日までにご入金をお済ませください
　  ますよう、よろしくお願い申し上げます。

ご自宅や会社の住所が変わられた場合は、お手数で
すが、速やかに本会へご連絡をお願いいたします。

  TEL 06ー6699ー4400  
  FAX 06ー6697ー4100   
    メール  daishigi@oak.ocn.ne.jp

　※6/1〜 メールアドレスが変更になります。
 　  新メール　kanri@daishigi.org

会 員 の 皆 様 へ

＊4月入会（9名）

北大阪  中 尾   文 香  大阪大学歯学部附属歯科技工士学校卒

中央北  大塚  友可里  大阪大学歯学部附属歯科技工士学校卒

中央北  乾　   真  優  大阪大学歯学部附属歯科技工士学校卒

中央北  清 水   千 穂  大阪大学歯学部附属歯科技工士学校卒

北　東　沖　 奈津美  新大阪歯科技工士専門学校卒

北　東　辻本 理沙子  新大阪歯科技工士専門学校卒

北　東　須 﨑　　晃  新大阪歯科技工士専門学校卒

中央北　村 田  彰 弘  兵庫歯科学院専門学校卒

北　東　木 下  美 紀  日本歯科学院専門学校歯科技工士学科卒

新  入  会  者
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第 13 回  理事会報告
日 時：平成29年3月11日（土）14：00～17：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

会長挨拶：阪大の謝恩会で来阪された日技の杉岡会長よ

り大阪の組織拡充についておほめの言葉をいただいた。

今後も引続き組織拡充にご協力よろしくお願いします。

◎3・4月度の日程の確認

◎第12回理事会報告の各部確認

◎一般報告

　①日技報告

　　・日技の書籍「歯科技工のおもしろさ」を200冊寄

　　　贈いただいた。高校にも配布していきたい。PR

　　　ポスターも全ての高校で貼ってもらえるよう対策

　　　を取っていきたい。

　②2/19歯技協共催セミナー報告

　　・参加者43名（会員36名・未入会者7名）

　③2/26新大阪入学生保護者説明会報告

　　・会長が出席。入学生40名ほど参加があった。

　④2/28歯科医療安全管理体制推進協議会・3/7同講習

　　会報告

　　・大阪府歯科医師会館での協議会に山下副会長が出

　　　席。また、役員数名が研修会にも参加受講をした。

　⑤3/4大阪府立成人病センター内覧会報告

　　・会長が出席。森ノ宮成人病センターの老朽化に伴

　　　い建設された見事な施設で、最新の医療技術も受

　　　けられる。

◎各部報告

【財務部】

　①3月分会費納入状況の確認

　　・未納会費についての現状報告があった。

　②2月末執行状況の確認

【総務部】

　①会員諸変更の件

　②PR用ホームページ追加制作費支払い報告…86,400

　　円（総務費）

　　・定期的にホームページの更新をしていく。PR活動

　　　について各県技よりも続々と問合せがあり、対応

　　　中である。技工士の1日の仕事の流れを追加した。

【福祉厚生部】

　①慶弔金支払い報告

　　・長寿祝金…北大阪1名

　　・結婚祝金…南大阪1名

　　・出生祝金…北東1名・中央北1名

　②健康増進に係る事業進捗状況

　　・本日現在、インフルエンザ134名、肺炎球菌3名、

　　B型肝炎2名のトータル139名の申請あり。

【広報部】

　①広報広告依頼報告

　　・申込み〆切を過ぎた時点で電話にて確認をした。

　②5月号進捗状況の確認

【組織部】

　①日技関係

　　・組織拡充支援金支給結果（1/29匠）

　　　… 16,000円（アンケート11枚+入会案内ブース

　　　　　設置代5,000円）

　　・2017年度「新卒者入会促進制度」（継続の通知）

　　・2017年度「組織拡充事業支援金の支給について」

　　　（継続の通知）

　②学校説明会終了報告

　③3/5フェミニンフォーラム・女性部会報告

　　・参加者21名（会員8名、学生13名）

　　・女性部会では日本歯科技工学会（台湾）の件、フェミ

　　　ニン通信の件、青年部協力の件について検討をした。

【学術部】

　①5/21匠の技を見る開催決定

　　・模型作りと咬合器装着の内容で開催。

◎審議事項

【総務部】

　①平成29年度事業計画案及び予算案について

　　・再度確認をした。

　　・今まで支部に助成していた組織部の新入会員助成

　　　金の変わりに本会主催の新入会員歓迎会を行う事

　　　で承認される。

　　・人材育成事業を事業計画と予算案に追加する。

　②平成29年度年間予定についての再確認

　③CAD／CAM事業の開始月の件

　　・大阪府の交付決定が9～10月頃になるため、事業

　　　開始月も合わせるよう指導があった。

　④近畿高等学校総合文化祭協賛について

　　・50万の協賛について承認される。次年度予算案に

　　　掲載済。

　⑤定款・諸規程について

　　・問題点を検討し、次回理事会までに見直し、社員

　　　総会で上程をする。

　　・共済入院見舞金の入院日数を今までの 30 日以上、

　　　60日以上から 5 ～ 9 日までで 20,000 円、10 日

　　　以上で 50,000 円に変更。

　⑥日技自営者会費について

　　・開設者が入会した場合、入会年度の日技自営者会

　　　費は徴収せず、入会次年度より徴収することが最

　　　近判明したため、該当者に返金する。
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　⑦第4回社員総会に向けて

　　・議案等について検討をした。

【福祉厚生部】

　①入院見舞金申請…北大阪1名）計137日間入院

　　・上限の10万円を支給する。

【広報部】

　①6月号企画案について

　　・内容と執筆者について承認される。フェミニン通

　　　信を青年部通信に変更する案を検討していく。

【組織部】

　①クオカード作成について

　　・在庫が残り少なくなったため、100枚を追加作成する。

　②「青年部」新名称について

　　・6つの案が出ているが、親しみやすく覚えやすい

　　　名前を検討していく。

　③新入会歓迎会について

　　・案について承認される。

　　・開催の名目は健康増進に関連したもので配慮する。

【学術部】

　①研修会のあり方・各支部との連携・部会スケジュー

　　ルについて

　　・上記の内容をまとめ提出された。

【技対部】

　①近畿歯科技工ガイダンス2017について

　　・内容について検討をした。

◎その他

　１．会員数状況・入会・退会予定者の確認

　２．支部長会検討会の件

　　　・資料に基づき検討会の内容を確認。

　３．役員交通費下期分請求書の早期提出依頼

 支部長検討会 報告
日 時：平成29年3月11日（土）18：30～20：00

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

内 容

　①各支部健康展の内容について

　　・各支部行事に関する現状把握アンケート結果をも

　　　とに、支部の情報交換を進め支部運営の組織とし

　　　ての活動や手続きの対応を円滑に進めるため協議

　　　をした。

　　・健康展については開催の手順の流れを基本文書に

　　　よって確認し統一の形式によって行うことにし、

　　　本会・北大阪支部を参考に文書マニュアルを次回

　　　検討会に資料として提出する。また、文書に押印

　　　する角印について、5支部統一したものを本会で

　　　作成する。

　　・具体的な内容については次回持ち越し検討とする。

　②支部と歯科医師会との連携について

　　・歯科医師会との関係についてはアンケート結果よ

　　　り、各支部の地域歯科医師会との関係対応の程度

　　　や助成金についての差異もあって比較検討しにく

　　　い面を含んでいるので、各支部とも機会があれ　

　　　ば出来るだけ行事等を通じて関係強化を図る必要

　　　があり、関連する他業種との行政における実行委

　　　員会等に参加させていただくことも考えられる。

　③次回の検討会について

　　・5月の支部長会後に開催

　　・各支部健康展の展示内容について

　　・新入会歓迎会について

  第 7 回  組織部会報告
日 時：平成29年3月11日（土）18：00～19：00

場 所：大阪府歯科技工士会館2Ｆ

内 容

　①新入会歓迎会について

　　・イベントの内容を最終決定した。

　②青年部新名称・連絡網

　　・新名称は、本会理事会にて再度協議となり今回は

　　　見送ることになった。

　　・青年部連絡網について話し合った。

　③その他

　　・次回部会の協議内容を最終確認

　　・会員数状況表の確認

　　・新入会員名簿の確認

　　・本会平成29年度年間予定表の確認

　　・各案内　

第 8 回  支部長会報告
日 時：平成 29 年 3 月 11 日（土）18：00 ～ 18：30

場 所：大阪府歯科技工士会館3F

内 容

　①平成29年度各支部事業計画・予算案について

　　・予算案の一部変更点について確認。

　②広報29年度支部担当について

　　・担当月と〆切日の確認。

　③第4回社員総会について

　　・議事日程及び各委員の確認。

　④その他

　　・28年度健康展の確認と提出依頼

　　・29年度本会年間予定表の確認

　　・会費納入状況（3月分）の確認

　　・各案内
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ゆるがない確立を目指して
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　2017年4月8日（土）・9日（日）の2日間、アジア太平

洋トレードセンターATCホールで近畿デンタルショー

2017が行われた。

　デンタルショーは近畿歯科用品商協同組合の主催、後

援として近畿の各歯科医師会、各歯科技工士会および各

歯科衛生士会で『近畿から発信　笑顔を作る歯科医療』

のテーマと題して行われた。

　オープニングセレモニーは近畿歯科用品商協同組合理

事長、近畿デンタルショー2017実行委員長の上山哲司

様の挨拶から始まり、歯科医師会・歯科衛生士会・歯科

技工士会および日本歯科商工協会の皆様によりテープカ

ット（写真）が行われた。

　今回の出展企業は150社であり、新しい機器や材料の

出展に対して参加者が見入っていられる様子があちこ

ちで見られた。参加者数は2日間で12,239人の参加があ

り、新しい情報を求めて歯科関係者の皆様が参加され、

盛況に終わった。 

近畿歯科技工ガイダンス 2017

7月1日（土）9：30～13：00
海遊館ホール

 ご結婚・お子様のご誕生
 おめでとうございます!!  

　  ＊下記1名の方に結婚祝金を給付しました。

　　　● 橋 口　優香 様（中央北支部）

　  ＊下記1名の方に出生祝金を給付しました。

　　　● 有田　教信 様（北東支部）

＝ 会員慶弔制度のご案内 ＝
　本会の慶弔制度では「入院見舞金」や、子どもが生ま

れた際の「出生祝金」や、「結婚祝金」などが一定の要

件を満たした場合に給付されます。

　詳しくは「定款・諸規程集23P」もしくは

「ホームページ http://www.daishigi.org/?p=660」
をご参照ください。ホームページより用紙をダウンロー

ドできますのでご利用ください。

近畿デンタルショー
 2017 開 催
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　この春で歯科技工士12年目？になりました。

　卒業してからクラウン系のラボで働いていましたが、

3年程前に院内技工のある歯科医院で働き始めました。

歯科医院では、今までと違い矯正装置を作っています。

ワイヤーを曲げるのもほとんどなかったですし、歯科助

手も兼ですが、学生時代に同級生と資格を取りに行った

以来でしたので全てが一からのスタートでした。

　当初は患者さんとの会話に戸惑う時もありましたが、

子どもさんの多い医院なので徐々に心が開けました。装

置のSETも見られ、成長の過程も日々近くで観察でき、

とてもやりがいを感じています。

　歯科技工物の説明や調整、デンチャ―修理も今までラ

ボで教わってきたお陰でスムーズに出来ています。学校

の先生や今まで働いたラボの上司や先輩方、社長には

とても感謝して

います。同級生

の頑張りにも刺

激を受けていま

す。

　休日は様々な

世代の方とテニ

スをしたり、好

きな音楽を聴き、友人とお喋りしたり、自分自身のリフ

レッシュ方法を見つけて過ごしています。

　私は歯科技工士会でたくさんの方と知り合い、考え方

や視野が広がりました。これからもっと知識を増やし経

験を積んでい

きたいので新

人技工士さん

も一緒に頑張

りましょう。

　　　　　　 

　北東支部　

　藤田　梨沙

フェミニン通信 北大阪支部

　大阪では桜も散り、新緑の季節を迎える4月下旬。ロ

ードスター仲間と一緒に、信州のビーナスラインへツー

リングに行ってきた。

　さすがに距離があるので前日入りし、遠方の仲間と前

夜祭。信州の地酒をいただきながら、初めて会う方々と

意気投合して本番へ気持ちが高ぶる。

　40名を越える老若男女、35台のロードスターが地元

信州をはじめ、大阪･兵庫･和歌山･金沢･静岡･東京･埼玉

･新潟から集結。日曜日の早朝から霧の駅へ向かう。ま

だまだアルプスの山に

は雪が深く残り、その

景色をバックに満開の

桜。関西圏では、なか

なか見ることが出来な

い風景だ。

　当日は願ってもいな

いほどの最高の晴天。大阪ではかなり気温が上がったと

聞くが、信州ではまだまだ冬の装備が必要。さらに標

高1,800メートル近くなるとそれなりの装備が欠かせな

い。まだまだ道の傍には残雪が多く傍目には寒さを感じ

るが、一面の青空と雄大なアルプスの山々に感動してフ

ルオープンで駆け抜ける。

　霧の駅にて休憩。どこまでも抜ける青空。好条件が重

なって富士山を見ることも出来た。これを命の洗濯とい

うのだろうか…日々の仕事をこなしていると、いろいろ

と考えさせられる事が多い。

　業界にはびこる問題は多いが、またこの場に帰ってく

るために流されずに頑張ろうと思わされた。

　そのために、これからまた日々の研鑽と臨床に取り組

んで行きたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹岡　寛之

 次回担当支部のお知らせ
 7・8 月号の「リレー編集」と「私の町の風景」は、            

　北東支部担当 です。

遠   出
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　去る4月9日(日曜日)エディオンアリーナ(大阪府立体

育館)にて、プロボクシングを観戦した。それも世界戦

である。WBAスーパーバンタム級タイトルマッチであ

る。生の観戦は数回あるが世界戦は初めてである。リン

グサイドAのリングに近く良い席だった。開場は午後0

時で、試合開始は午後1時だった。

　まず、第一第二試合は４回戦であった。キャリアの浅

い選手同士ハラハラ、ドキドキの戦いだった。第三試合

は日本ミニマム級王座決定戦だった。10ラウンド、フル

に戦い判定となった。さすがに技術は高く、打ちつ打た

れつ会場は大いに沸いた。判定は2―0で真正ジムの小

西選手が新チャンピオンになった。第四試合は、OPBF 

東洋太平洋ライト級タイトルマッチだった。お互いKO 

率の高い選手同士で、強打に警戒し盛り上がりの少ない

試合となった。判定は、井岡ジムの中谷選手が防衛に成

功した。第五試合は、いよいよ待ちに待った世界戦であ

る。この時間になると、席はいつの間にか満席になって

いた。司会者の選手紹介のアナウンスも詳細になり、選

手入場も豪快になりチャンピオンの後ろに数多いスタッ

フがついていた。また、挑戦者の真正ジムの久保隼選手

もスタッフと大漁旗を手にした後援会、応援団と共に入

場して来た。

　リング上での選手紹介、国歌演奏などのセレモニーも

終わりゴングヘと。１ラウンドからお互い接戦で、挑

戦者久保は7ラウンドにダウンを喫した。しかし、それ

以降はボディ攻撃を中心に反撃した。そして11ラウン

ド、チャンピオンの棄権により、新チャンピオン誕生の

アナウンスに会場が大いに盛り上がった。テレビで見る

より、生の観戦は興奮の渦である。勝利者、敗者ヘの敢

闘を讃える拍手、興奮してい

るセコンド、パンチがあたる

たびに大声で応援する観客な

ど、生でしか味わえない体験

だった。

　 　　　　　　　　兼本　勇

担当支部：北大阪

　ボクシング観戦 「ニーチェが京都にやってきて１７歳の
   私に哲学のこと教えてくれた」レビュー
　最近、私が読んでいる書籍「ニーチェが京都にやってき

て１７歳の私に哲学のこと教えてくれた」。

　著名な西洋哲学者、ニーチ

ェ、キルケゴール、ショーペン

ハウアー、サルトル、ハイデ

ガー、そしてヤスパースが現

在の京都に現れ、女子高生に

「哲学」を説く小説。作者は原

田まりるさん。アイドルグルー

プ『風男塾』にかつて所属して

いて、現在は作家、コラムニス

ト、哲学ナビゲーター。

　本書はいわゆる「ライトノベル」と呼ばれる、表紙や挿

絵が「萌え絵」を多用した、若年層向け小説であり、哲学

書にしては『お手軽さ』を売りにした傾向がある。ただ私

のようにこれまで哲学を専門的に学んでこなかった哲学初

心者には、とても読みやすく哲学を少し理解できた良書で

した。

　ニーチェ、キルケゴール、ショーペンハウアー、サルト

ル、ハイデガー、そしてヤスパースと、多くの人は「名前

ぐらいは聞いたことある」と思われる著名哲学者の中で、

私が気になった哲学者はサルトル。

　サルトルは、私たちは目の前のものをそのまま直視して

いるのではなく、言葉によってカテゴリー分けして認識し

ている。そして世の中のあらゆるものの認識を度外視して

直視すると『不気味な』存在となると説く。

　つまり、私たち歯科技工士もカービングなどで、中切歯

を直視し続けると、違和を感じることはないだろうか？単

に技術論や熟練度などの問題でなく、中切歯の形態に必然

性を見失い、偶然的に中切歯は存在していると見えてきて

しまう感覚。

　しかし私たちは「技術」によって天然歯形態を再現しな

ければならない。そこでサルトルは「人は自らをつくりあ

げる、【投企(とうき)】しなければならない」と説く。未

来の可能性に向かって自分を構築していくことが投企。つ

まり「研鑽」なくして歯科技工ならずということ。

　もちろんサルトルや他の哲学者が述べていることが「哲

学」の全てではない。哲学とはあらゆることをもう一度

「考えなおす」ことなのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和田　光博
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『南大阪支部だより』
　　　　　 第 30号支部コーナー

　去る平成 29 年 4 月 22 日 ( 土 ) 午後 7 時より南大阪支部総会が堺市総合福祉会館 3 Ｆ第 2 会議室に

於いて開催された。先ず議長に久國氏が選出され、小原支部長の挨拶後、事前に支部会員各位に郵送さ

れた南大阪支部総会資料を基に、以下の議案について討議し承認された。

第 1 号議案　平成 28 年度 南大阪支部活動報告

　　小原支部長より活動報告があり、反省点を踏まえ次年度事業への意見がなされた。

第 2 号議案　平成 28 年度 決算報告

　  南財務理事より決算報告があり、別掲の追加修正がな  

　　された。

第 3 号議案　平成 29 年度 事業計画案

　  小原支部長より年間事業計画案が報告され、各理事よ

　　り担当の事業内容及び事業計画案の説明がなされた。

第 4 号議案　平成 29 年度 予算案

　  南財務理事より予算案の報告があり、質疑応答された。

その他

　　平成 29 年度 南大阪支部組織図が報告された。

　　会員共済互助規程の確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上報告致します。

南 大 阪 支 部 総 会 報 告

　前号で詳細を掲載しました南大阪支部学術

講演会が迫ってまいりました。

　６月４日(日) 堺市産業振興センター4Ｆに

て、西村 好美 先生・佐藤 幸司 先生 をお迎

えして開催されます。講演後、両先生による

シンポジウムがありますので多数の方々のご

参加をお待ちしております。

●南大阪支部会員状況（平成29年5月現在）

　会員数  153名

　  （男性 134名　女性 19名）

いよいよ迫る！
 南大阪支部学術講演会
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『北大阪支部だより』
　　　　　 第 29号支部コーナー

　３月４日（土）大阪桜橋ボウルに於いて吹田歯科医師会のボウリ

ング大会が開催されました。北大阪支部代表として支部長含む６名

が参加させていただいた。40名弱の和気あいあいとした雰囲気の中

競技が終わり表彰式へと進んだ。

　千原会長の挨拶のあと順位発表があった。成績はまずまずであり

ました。

　今回初めて参加させていただいた訳でありますが、歯科医師会の

先生方と身近な所で会話ができ、とてもいい経験でした。今後とも

このように各歯科医師会の先生方との交流を深めていきたいと思っ

ています。

吹田市歯科医師会主催

ボウリング大会 に参加
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『北東支部だより』
　　　　　 第 50号支部コーナー

　平成29年4月16日（日）、大阪城公園にて第27回北東支部青年部会「お花見しましょ!!」を

開催いたしました。

　前日の雨天で若干桜は散り始めていましたが、降り注ぐ花びらの下、皆さんで楽しくお花

見をしました。行楽シーズンの日曜日という事もあり、参加者は若干少なくなってしまいま

したが、会員さんのお子さんも参加して頂き、楽しく過ごすことができました。

　新年度がスタートし、青年部会が活躍する場も多くなると思います。

　支部会員の皆様におかれましては、青年部会へのご理解とご協力を宜しくお願い致します。

● 北東支部会員状況（平成29年5月現在）

　　・会員数　310名
　　　　　　  （男性  268名・女性  42名）

  ◎ 新入会員紹介（平成29年4月入会）

 　沖　　 奈 津 美　（新大阪）

 　木　下　美　紀　（日本歯科学）

 　須　崎　　　晃　（新大阪）

 　辻　本　理沙子　（新大阪）

● 行 事 予 定　
6月3日（土） 寝屋川市健康展「歯の健康展」

8月　　　    レクリエーション

 第27回  北東支部青年部会
「お花見しましょ!!」開催

健康展への協力について

　以下の日程にて、健康展が開催されます。

ご協力頂ける方は、支部までご連絡くださいます

ようお願い致します。

◎支部メール  daishigi.hokutou@gmail.com

 ・寝屋川市健康展　６月 3 日（土）

 ・門真市健康展　　　9 月頃

 ・四条畷市健康展　　9 月頃

 ・枚方市健康展　 　10 月頃

 ・大東市健康展　　 11 月頃

 ・交野市健康展　　 11 月頃
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『中央北支部だより』
　　　　　 第 33号支部コーナー

● 中央北支部ホームページ閉鎖のお知らせ ●

　支部再編で中央北支部発足時に開設しました支部ホームページ、平成 29 年 4 月 18 日をも

ちまして閉鎖させていただきました。

　支部広報活動の一環として問い合わせや活動報告などを行ってきましたが大阪府歯科技工

士会が法人改革により一般社団法人に移行、府技規約に準じての支部活動となりました。　

　また大阪府歯科技工士会ホームページ（のち府技ＨＰ）が開設、講演会・催し物の案内、

活動日程、大歯技広報の発信や問い合わせへの対応など府技による充実した運営が行われ支

部ホームページの役割が薄れ閉鎖するにいたりました。

　これからは以前より開設していますブログにて主に支部の活動案内・連絡事項・会員投稿

などをアップしていきたいと思います。

・来年 3 月いっぱいまで旧アドレスにアクセスすると自動的に府技ＨＰにジャンプします

・府技ＨＰの支部名をクリックすると支部ブログ ( 中北ブログ ) にジャンプします

これからも府技ＨＰ及び支部ブログをよろしくお願いします。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報上原

・田中 顕太朗  ・富山 智博  ・森山 慎也  ・葛西 洸仁  ・中谷 莉奈  ・波多江 文香
　（新大阪歯科技工士専門学校）

・大塚 友可里  ・清水 千穂  ・乾　真優
　（阪大歯学部付属歯科技工士専門学校）

・村田 彰弘
　（兵庫歯科学院専門学校）

・池田 磨聡  ・横野 裕彦  ・浦野 誌奈乃  ・小山 千奈美  ・望田 大貴
　（東洋医療専門学校）

・宇野 いずみ  ・新田 誠仁  ・稲田 純也
　（新大阪歯科技工士専門学校専攻科）

◎ 新入会員のお知らせ（18名）
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『中央南支部だより』
　　　　  第 35号

支部コーナー
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会員の皆様には平素より大変お世話になっております。 

さて、2016年6月から新執行部となりました。

新執行部からは『next stage 大阪』と題し 61年目に相応しい新たな

活動を展開して参ります。

まずは歯科技工士会の行事にご参加ください。そこからすべてが始まります。 

　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会 長　清  水　潤  一

歯科技工士会は、公的に認められている歯科技工士で構成された、歯科技工

士の為の唯一の組織です。他から救世主は現れません。「沈黙は金なり」の

時代はすでに終わっています。  私達から変わりましょう。  自分達で変えま

しょう。  見せましょう。大阪の底力を‼

【 理　念 】

【 目　標 】
①社会的認知度up 在阪学校定員充足率100%を目指します。

②強く、優しい、学べる、組織作りを目指します。
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